
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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・「原発事故による警戒区域等から
避難されている方に対する高速道
路の無料措置」の期間の延長につ
いて ------------------------ 10

・東日本大震災 黙祷及び献花 --- 11

・3月･4月の「ひばり」 -------- 12
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●被災自治体News

●交流ルームひばり通信

●NEXCO東日本

●「みなみそうまトピックス」から

●被災自治体News●被災自治体News

3月17日発行

Vol.491

東日本大震災から10年の節目を迎え、市内各地で追

悼式や慰霊祭が行われました。

11３ 木

２ページをご覧ください。



被災自治体News

11３ 木

東日本大震災から10年の節目を迎え、市内各地で追悼式や慰霊祭が行われました。

参列者は、手を合わせて震災で犠牲となった方々を悼み、震災発生時刻の午後2時46分には

黙とうをささげました。
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次ページへ続きます



被災自治体News
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被災自治体News
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11
３

東日本大震災から丸10年を迎え、南相馬市東日本大震災追悼式がゆめはっとで行われました。

新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大を受けて、規模を縮小し検温や消毒等の対策を講

じた中で開催され、遺族をはじめ約130人が参列しました。

式では、市長による式辞の後、国が主催する追悼式の中継映像が流れました。

その後、遺族代表として登壇した三浦光さんは、津波で母を失った悲しみとともに、今まで

育ててくれた父への感謝の言葉を述べました。

遺族代表や市長、来賓による献花が行われ、犠牲となられた方々の冥福を祈りました。

木



被災自治体News

新型コロナウイルスワクチンの接種について【3月15日現在】

3月15日HP更新

市では、国や県と連携して、新型コロナウイルスワクチンを市民全員が接種できるよう

準備を進めています。

国からのワクチン供給状況などを踏まえ、高齢者（65歳以上）から接種を始め、順次、

接種を進めていくことを予定しており、現在、準備を進めています。

高齢者（65歳以上）のワクチン接種の概要

その他の方への接種については未定のため、決まり次第お知らせします。

接種時期

国からのワクチン供給状況により進めてまいりますが、本格的な接種開始は、4月下旬

から5月上旬となる見込みです。

接種回数

1人につき2回

2回目の接種は、1回目の接種から3～4週間後となります。

接種費用

無料

接種場所（市外に避難されている方）

3月下旬以降（予定）に、市から個人ごとに接種券(クーポン券)などをお送りします。

接種券(クーポン券)と一緒に届く「住所地外接種届出済証」を接種時に持参することで、

避難先で接種を受けることができます。接種時期や接種会場、予約方法などについては、

避難先の自治体にお問い合わせください。

5浜通り×さんじょうライフvol.491 

注意

広報さんじょう３月16日号の2ページ

「新型コロナウイルスワクチンの接種」も、

あわせてご覧ください。

問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課 健康企画係 0244-23-3680TEL

南相馬市からのお知らせ



被災自治体News

今週の番組 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 新型コロナウイルスワクチン接種に係る研修会

「新型コロナウイルスワクチン接種の有効性と安全性」 [26分]

3. 南相馬市太田小学校授業公開 [30分]

4. 南相馬から、ＶＯＩＣＥ～ここで生きていく～ [2分]

番組内容 [3/12～3/19]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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新型コロナウイルスワクチン接種に向けたアンケートの結果について

3月15日HP更新

市では、高齢者（65歳以上）へのワクチン接種が円滑に進むよう準備するため、アン

ケートを実施しました。

この度、アンケートの集計（3月8日時点）がまとまりましたので、その結果について

お知らせします。

アンケート実施の概要

⑴ 送付対象 65歳以上の市民

⑵ 送付人数 22,238人

⑶ 有効回答数 18,570人（3月8日時点の有効回答率83．5％）

アンケート結果の概要

設問1 ワクチン接種を希望しますか

1. 希望する 16,634人（89．6％）

2. 希望しない 481人 （ 2．6％）

3. 状況を踏まえ判断 1,455人（ 7．8％）

設問2（省略）

問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課 健康企画係 0244-23-3680TEL



被災自治体News

旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移

（2月28日現在） 3月11日HP更新

旧避難指示区域内の小高区および原町区の居住人口は、2月28日現在で4,316人とな

り、同区域内の住民登録人口（7,677人）に占める居住率は56．2パーセントになりま

した。

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

前回の記事
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被災自治体News

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

避難指示区域別の世帯数と人口（2月28日現在）

3月11日HP更新
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被災自治体News

ニュースふたば【菅義偉内閣総理大臣双葉町を視察】

3月15日HP更新

ニュースふたば・コミュニティーふたば

町では平成28年から、町からのお知らせやコミュニティ情報などを動画にまとめ「ニ

ュースふたば情報版（毎月1回15日配信）」「ニュースふたば特集版（毎月1回1日配

信）」として定期配信してきました。

令和2年5月からは、町からの大切なお知らせなどは発生都度いち早く「ニュースふた

ば」として配信、コミュニティ情報はこれまで通り月1回「コミュニティーふたば」とし

て定期配信しています。

町配付のタブレット端末やパソコン、スマートフォンなどでご覧いただけます。引き続

き双葉町公式YouTubeチャンネル、そして「ニュースふたば」「コミュニティーふた

ば」をよろしくお願いします。

ニュースふたば・コミュニティーふたば最新号

3月6日、菅義偉内閣総理大臣が東日本大震災から10年が経過する福島県を視察しまし

た。

動画では、当日の様子や視察した場所を紹介しています。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/xw_K7Z20Gns

過去に配信したニュースふたば・コミュニティーふたばをご覧になりたい場合は

こちら（YouTube双葉町公式チャンネル）

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8TH-4VmIPE-Jcv7mGoGYu6Ef7bEfKIRQ

双葉町からのお知らせ
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問い合わせ 秘書広報課 0246-84-5202TEL



NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 （ナビダイヤル）（24時間）
03-5338-7524 （PHS、IP電話のお客さま）

問い合わせ
TEL

TEL

原発事故により警戒区域等から避難されている方に対する高速道路の無料措置について、国

土交通省から次のとおり発表され、実施期間が令和4年3月31日まで延長されることとなりま

したのでお知らせします。

なお、現在ご利用いただいている「ふるさと帰還通行カード（青色）」は、引き続き令和3

年4月1日以降もご利用いただけます。

●実施期間

旧）令和3年3月31日（水）24時まで

新）令和4年3月31日（木）24時まで

原発事故による警戒区域等からの避難者に対する高速道路の無料措置について、復興

に向けた取組が進む一方、引き続き避難されている方がいる状況等を踏まえ、当面、令

和4年3月31日（木）まで延長します。

また、制度本来の趣旨・目的に沿わない利用が確認されていることなどから、制度趣

旨に合った適切な利用となるよう来年度内に見直しを行います。
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3月11日（木）午後2時45分から、総合福祉センター１階ロビーで、三条市

主催で東日本大震災 黙祷及び献花が行われ、避難者や三条市民の皆さんなどが

参列し、犠牲になられた方々の冥福を祈りました。

交流ルームひばり通信
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とう

避難してきた年(平成23年)の春から秋にかけて

撮影した写真を展示しました。



市町村名 世帯数 人数

小高区 15 38

原町区 4 5

南相馬市 計 19 43

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 28 65

三条市に避難している
世帯数と人数(2021.3.17現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511
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交流ルームひばり通信

３月・４月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

３／１８ １９ ２０

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

春分の日

ひばり休み

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

２８ ２９ ３０ ３１ ４／１ ２ ３

ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日 午前10時～午後3時

水 午前10時～午後1時

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。

避難先住所等の届け出について

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL


